
 

 

３．学生に関する情報 

(令和 4年 5月 1日現在) 

大学等 学部・研究科等 入学者数 収容定員 在籍者数 
収容定員 
充足率 

卒業者数 進学者数 

筑波学院大学 経営情報学部 

【入学に関する基本的な方針・アドミッションポリシー】 

高等学校の教育課程を幅広く修得し、基礎的な学力、基本的な知識・技能を身につけ、

本学の教育方針・教育目標を理解し、ディプロマ・ポリシーに基づき、豊かな人間力と

高いコンピテンシーを獲得し、グローバルでかつローカルな視点を持つビジネスエリ

ートとなることを志す意欲ある学生を幅広く受け入れます。 

６０名 

（３名）※ 
８００名 

５４２名 

（１８３名）※ 
６８％ １１０名 １名 

               ※( )内は留学生数で内数 

 

【教員一人当たり学生数】 

(令和 4年 5月 1日現在) 

学生数(人) 教員数(人) 専任教員一人当たり学生数 

542 38 14 

 

【卒業後の進路(主な就職分野[具体的な就職先等])】 

過去３年間の主な内定先・進学先一覧(2022.5.1) 

金融・証券・保険業  

㈱LivDesign, ㈱フィナンシャル・エージェンシー 

 

商社・卸売・小売・流通業 

茨城トヨペット㈱, 茨城トヨタ自動車㈱, トヨタ L＆F 茨城㈱, トヨタカローラ南茨城㈱, 日産自

動車, ㈱ホンダ茨城南, エコス, ㈱カスミ, ㈱ジョイフル本田, ㈱ヤクルト, ㈱山新, ㈱ニトリ, 

ヤマサ水産㈱, ㈱IDOM, ㈱LIXIL 筑波, ㈱クスリのアオキ, ㈱セイミヤ, ㈱チュチュアンナ, ㈱ネ

クステージ, ㈱ワコール, ㈱ケーズホールディングス, ㈱丸山園本店, ㈱小倉呉服店, ㈱セブン‐

イレブン・ジャパン, ㈱トラックショップ・ジェット, 関彰商事㈱,協和自動車㈱ 

 

製造業 

㈱平山, サンリーフファーム㈱, タマムラデリカ, 筑波パッケージ, ファーストチョイス㈱, リス

カ㈱, ㈱イシイ,㈱エイジェック, ㈱サンキャスト, ㈱セントラルプロフィックス, ㈱千代田製作

所, ㈱波南, ㈱木原製作所, ㈱浪漫亭, ㈱フジキン, 清水物産㈱, 東武化学㈱, 藤野工業㈱, 日立

化成㈱, ㈲つくば精機, 龍田化学㈱ 

 

情報・通信業 

NTTデータソフィア㈱, アイ・テー・シー㈱, アクモス㈱, ㈱黒澤フィルムスタジオ, ソフトウェ



 

 

アコントロール,ユードム, ㈱エムシーエー, ㈱BFT, ㈱blue, ㈱FIRSTDEVELOP, ㈱HRインキュベー

タ, ㈱JEMS, ㈱TDモバイル, ㈱アスカプランニング, ㈱グリフィン, ㈱クロスキャット, ㈱ゲイ

ン, ㈱サポートワーカー, ㈱セラク, ㈱ダブルアップ, ㈱ミライト, ㈱ワイズアンドテクノロジ

ー, ㈱大河プロダクション, ㈱東日本技術研究所, ㈱キーマネジメントソリューションズ, ㈱日東

テクノブレーン, 関東情報サービス㈱, 太陽計測㈱ 

 

不動産・運輸・建設業 

㈱KG, ㈱沼崎商事, ㈱日本ハウスホールディングス, 東京セキスイハイム㈱, SBS フレックネット

㈱, SGフィルダー㈱, ㈱日立物流東日本, 国際ロジテック㈱, 十和運送, 日興運送㈱, 日本運輸

㈱, 茨城交通㈱, 横浜冷凍㈱, 沼尻産業㈱, 日の丸交通㈱, センチュリー21 エムズ・エステート, 

タクトホーム㈱, つくば商業開発㈱, トヨタレンタカー, トヨタレンタリース茨城, ㈱HTE国際, 

㈱未来設計, 桂不動産㈱, 有限会社タクミ不動産 

 

教育・サービス業 

東京コンサルティングファーム, ひたち野総合税理士法人, 永松浩樹税理士事務所, ㈱鯨井会計, 

㈱東横イン, ホテルマネージメントインターナショナル㈱, ㈱岩手ホテルアンドリゾート, ㈱D3L, 

㈱すかいらーくホールディングス, ㈱森ビルホスピタリティコーポレーション, 鬼怒川温泉 もの

ぐさの宿 花千郷, 元気寿司㈱, 総合葬祭共祭, ㈱LAVA International, ニチイ学館 水戸支店, ㈱

茨城県南自動車学校, 日本語学校つくばスマイル, JAなめがたしおさい, JA 新ひたち野農業協同

組合, 北つくば農業協同組合, 筑波山神社, 日研トータルソーシング㈱, ㈱ウィルテック, ㈱オゼ

キ, ㈱テクノサービス 

 

 

医療・介護業 

セントケアホールディング㈱, つくばシティアビル整形外科, 医療法人社団みなみつくば会, 医療

法人社団常仁会, 一般社団法人全国就労支援協会, 社会福祉法人ひかり福祉会つばめ保育園, 社会

福祉法人恵愛会, 社会福祉法人博慈会, 社会福祉法人勇成会 

 

公務・法人 

つくば市役所, 航空自衛隊, 陸上自衛隊 

 



 

 

農業・林業 

岩村養鶏, 小澤牧場, 日本畜産振興㈱ 

 

大学院等進学 

茨城大学大学院理工学研究科, 尚美学園大学大学院芸術情報研究科 

 

その他 

自営業(イラストレーター, クリエイター), 区役所(中国国内) 

 

【就職者数及び進学者数】 

令和 3年度(単位：人) 

就職者 進学（大学院） 再入学（大学、専門学校等） 

73 1 0 

 

【学位授与数】令和 3年度 

 (単位:人) 

学部名 学科名 学位授与数 

経営情報学部 ビジネスデザイン学科 110 

計 110 

 

【留年者数】(令和 4年 5月 1日現在) 

学部名 学科名 留年者数 

経営情報学部 ビジネスデザイン学科 14 

※卒業延期者含む。 

 

【社会人学生数】(令和 4年 5月 1日現在) 

学部名 学科名 1年 2年 3年 4年 計 

経営情報学部 
ビジネスデザイン学科 0 0 0 0 0 

経営情報学科 － － － － 0 

計 0 0 0 0 0 

 

【協定相手校】(令和 4年 5月 1日現在) 

 締結先 協定書名 

1 誠信女子大学校（韓国） 筑波学院大学と誠信女子大学との学術・学生交流協定書 

2 中華大学（台湾） 筑波学院大学・中華大学との学術・学生交流協定書 

3 釜山女子大学（韓国） 
筑波学院大学・釜山女子大学との間における学術・ 

学生交流協定書 

4 厦門大学嘉庚学院（中国） 
筑波学院大学・厦門大学嘉庚学院との学術・学生交流協定

書 

 

*********************************************************************************** 

 


